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10歳以下
 順位   記録組/水 チーム名 （ヨミガナ） 学種  

50m

1  2:11.122/4 フィッタ松山          （ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ     学童 全国新    四国新           

   32.55    32.55第一泳者 山田　朔久      

第二泳者 高山　　翔      

第三泳者 久保　嘉輝      

第四泳者 藤並　拓郎      

   36.59  1:09.14

   32.13  1:41.27

   29.85  2:11.12

ﾔﾏﾀﾞ ｻｸ     

ﾀｶﾔﾏ ｶｹﾙ    

ｸﾎﾞ ﾖｼｷ     

ﾌｼﾞﾅﾐ ﾀｸﾛｳ  

2  2:25.912/5 サンダーＳＳ          （ｻﾝﾀﾞｰSS      学童

   36.94    36.94第一泳者 日野　　匡      

第二泳者 岩﨑　大河      

第三泳者 森川　颯斗      

第四泳者 三村　　碧      

   43.90  1:20.84

   33.07  1:53.91

   32.00  2:25.91

ﾋﾉ ﾀｽｸ      

ｲﾜｻｷ ﾀｲｶﾞ   

ﾓﾘｶﾜ ﾊﾔﾄ    

ﾐﾑﾗ ｱｵ      

3  2:27.462/2 五百木ＳＣ            （ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ     学童

   35.43    35.43第一泳者 菅野　　笙      

第二泳者 門田　煌征      

第三泳者 中岡　翔大      

第四泳者 近藤　麻斗      

   41.51  1:16.94

   36.43  1:53.37

   34.09  2:27.46

ｶﾝﾉ ｿｳ      

ｶﾄﾞﾀ ｺｳｾｲ   

ﾅｶｵｶ ｼｮｳﾀ   

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻﾄ   

4  2:27.522/3 ジャパン丸亀          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ     学童

   39.03    39.03第一泳者 日浦　一真      

第二泳者 梶　　千采      

第三泳者 川内　勇貴      

第四泳者 濱田　竜来      

   41.66  1:20.69

   32.98  1:53.67

   33.85  2:27.52

ﾋｳﾗ ｶｽﾞﾏ    

ｶｼﾞ ﾁｳﾈ     

ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ    

ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳｸ   

5  2:32.372/6 ジャパン高松          （ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ     学童

   39.89    39.89第一泳者 柴田　太治      

第二泳者 山田陸太郎      

第三泳者 秋澤　陽太      

第四泳者 和田　新太      

   44.56  1:24.45

   35.28  1:59.73

   32.64  2:32.37

ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｼﾞ   

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸﾀﾛｳ  

ｱｷｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ   

ﾜﾀﾞ ｱﾗﾀ     

6  2:33.862/7 ジャパン観            （Jｶﾝｵﾝｼﾞ      学童

   37.40    37.40第一泳者 三角　将大      

第二泳者 堤　　柚陽      

第三泳者 山本　歩澄      

第四泳者 藤田　　陽      

   46.24  1:23.64

   35.44  1:59.08

   34.78  2:33.86

ﾐｽﾐ ﾏｻﾋﾛ    

ﾂﾂﾐ ﾕｳﾋ     

ﾔﾏﾓﾄ ﾎｽﾞﾐ   

ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙ     

7  2:35.921/4 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前          （ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ     一般

   38.10    38.10第一泳者 西岡　　駿      

第二泳者 山下　　陸      

第三泳者 井上　恭吾      

第四泳者 武知　海斗      

   43.73  1:21.83

   37.94  1:59.77

   36.15  2:35.92

ﾆｼｵｶ ｼｭﾝ    

ﾔﾏｼﾀ ﾘｸ     

ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺﾞ  

ﾀｹﾁ ｶｲﾄ     

8  2:36.361/5 伊藤ＳＳ              （ｲﾄｳSS        一般

   40.87    40.87第一泳者 前田　咲空      

第二泳者 松本　篤都      

第三泳者 吉河　　隼      

第四泳者 大林　　渉      

   41.64  1:22.51

   37.33  1:59.84

   36.52  2:36.36

ﾏｴﾀﾞ ｻｸ     

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾄ    

ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ    

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ  
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9  2:37.271/3 ファイブテン （ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ） 一般

   39.62    39.62第一泳者 近藤　由都      

第二泳者 大西　颯真      

第三泳者 高橋　昇暉      

第四泳者 山林　健太      

   43.57  1:23.19

   37.81  2:01.00

   36.27  2:37.27

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾄ   

ｵｵﾆｼ ｿｳﾏ    

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｷ   

ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ  

失格2/1 コナミ高知            （ｺﾅﾐｺｳﾁ       学童

   39.10    39.10                         第一泳者 植村　亮文      

第二泳者 和田拳史郎

第三泳者 窪川　　諒      

第四泳者 西村日奈太      

********

        

        

ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾌﾞﾝ 

ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ

ｸﾎﾞｶﾜ ﾘｮｳ   

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅﾀ    
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